
会長　梅村　良輔さん

本日は第3030回例会。本年度
47回開催の内、46回目の例会で
す。残すところあと1回。最後ま
でよろしくお願い申しあげます。
台風4号は足早に通過して、

当地域にはさほどの影響は無く幸いでした
が、5号が発達しているようです。明日には
温帯低気圧になり消滅するそうですが、梅
雨前線を刺激して大雨をもたらすそうです
ので、ご注意ください。この数年間、佐世
保直撃はありませんでしたが、出来れば自
然の猛威は受けたくないものです。
今週、来週とクラブ協議会を開催いたし

ます。今週は、会長と副会長、クラブ奉仕
委員会の報告をさせて頂き、来週に職業奉
仕委員会、社会奉仕委員会、新世代奉仕委
員会、国際奉仕委員会の報告をさせて頂き
ます。どうぞよろしくお願い致します。

○ロータリーソング「四つのテスト」

幹事　田中丸善弥さん

１．公益財団法人ロータリー日本財団
玉野哲雄会員ヘ、

ポール・ハリス・フ
ェローピンが届きま
した。
（寄付：ポリオ・プラス）

２．譛ロータリー米山記念奨学会
事務局長　坂下　博康さん

「ハイライトよねやま147号」が届きました。

３．第2740地区ガバナー 岩永　信昭さん
地区大会実行委員長 田嶋　英夫さん
地区幹事 中野　哲生さん
地区大会会計長 梶原　亮謙さん

国際ロータリー第2740地区2011-2012年度
地区大会剰余金について
先日大会記念事業として、100万円を東

日本大震災へ寄付、再度200万円（合計
300万円）を義援金ヘ、ロータリー財団へ
年次寄付100万円、米山記念奨学会へ100
万円寄付することと致しました。

４．第2740地区ガバナー 岩永　信昭さん
「2013年に導入されるロータリー財団補助
金に向けてクラブが準備するために」
改訂版資料送付
2013年度会長へ伝達いたします。
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幹 事 報 告

1）真実かどうか　 
2）みんなに公平か 
3）好意と友情を深めるか 
4）みんなのためになるかどうか 

言行はこれに照らしてから 

2011～2012年度 テーマ Reach Within to Embrace Humanity 
　　　　　　　　　　　　　　　　― こころの中を見つめよう　博愛を広げるために ― 
2011～2012年度 R.I.会長 カルヤン・バネルジー（インド・バピRC） 
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５．第2740地区ガバナー・エレクト
福元　裕二さん

次年度地区ロータリー財団委員会委員長
石坂　和彦さん

第1回ロータリー財団委員会開催について
日時／2012年7月14日貍 13:00開会
会場／武雄センチュリーホテル 5F

サザンクロスの間にて
出席者／次年度地区ポリオ・プラス委員会

６．第2740地区
ガバナー・エレクト　福元　裕二さん
次年度地区幹事　古賀　久志さん

次年度公式訪問時のタイムスケジュール
について（お知らせとご協力のお願い）
藺佐世保RC公式訪問日：平成24年8月8日貉

会長・幹事・会長エレクトとの懇談会
11:30～12:15

例会出席　12:30～13:30

藺2012-2013年度ガバナー公式訪問時の服
装について
当地区では2011年7月より9月までの間、
クールビズを実施いたします。

７．第2740地区ガバナー事務所
藺地区ホームページ更新のお知らせ
6月13日、14日です。

藺クラブ名称並びに例会場変更のお知らせ
東長崎ロータリークラブ

会長　飯田　義則さん
幹事　岡村　保彦さん

7月1日より
変更後：長崎みなとロータリークラブ
例会場：ホテルJALシティ長崎

８．佐世保市長 朝長　則男様
6月7日「和牛の祭典」佐世保市welcome
推進大会出席のお礼が届きました。

第10回全国和牛能力共進会「和牛の祭典
in ながさき」開催のご案内
開催日／平成24年10月25日貅～29日豺
開催場所／
佐世保メイン会場：ハウステンボス

肉牛の部会場（審査・展示会場）：
佐世保市食肉地方卸売市場

肉牛の部会場（セリ会場）：
佐世保市体育文化館

島原会場：島原復興アリーナ

森　　俊秀さん
１年間と短いロータリー活動

でしたが、お世話になりありが
とうございました。本会の“四
つのテスト”いつも心掛け、新
たな業務に頑張ります。今後共、SSK並び
に後任の松瀬をよろしくお願いします。

出席・例会委員会　中川　知之さん

○永年会員表彰
武井　洋一さん（46回）

○出席100％表彰
大神　邦明さん（27回）
加納洋二郎さん（14回）
芹野　隆英さん（8回）
大野　高広さん（2回）
見藤　史朗さん（1回）

親睦活動委員会　見藤　史朗さん

森　　俊秀さん
一年間と短い期間でしたが、お世話にな

りありがとうございました。
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ニコニコボックス

慶　　　祝

退 会 挨 拶
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古原　　進さん
久しぶりの出席です。この間、誕生日祝

い、結婚記念日祝い等をいただき、ありが
とうございました。

立石　徳雄さん
先日、誕生祝いをいただきありがとうご

ざいました。めでたく後期高齢者の仲間入
りをしました。

武井　洋一さん、大神　邦明さん
加納洋二郎さん、芹野　隆英さん
大野　高広さん、見藤　史朗さん
永年会員表彰及び出席100％表彰ありがと

うございます。

■会長　梅村　良輔さん

昨年7月2日、役員交代式にて歴史と伝統
ある佐世保ロータリークラブの会長として
の重責をお預かりすることになりました。
7月6日 緊張の中、第1回目の例会を迎え、

それから本日は早や46回目を数えることと
なり、来週が最終例会となります。月日の
経つのは早いものです。
61年目を迎えた我が佐世保ロータリーク

ラブ。「70年への第一歩・足元を見つめて」
というテーマを掲げさせて頂き、会員の皆
様のご協力を賜り運営できましたこと、厚
く感謝申しあげる次第でございます。
この年、記念すべき「3000回例会」を開

催いたしました。2011年10月22日貍、第
2740地区・第5、第6グループ・姉妹クラブ

の「台南RC」「ラホヤRC」より多数のご参
加を頂き、成功裡に終了することができま
した。前年度「創立60周年」の事業は様々
展開できましたが、東日本大震災の影響を
受け、記念式典・懇親会を中止した経緯も
あり、「3000回記念例会」にて、その意味合
いも含めてできましたこと、会員並びにご
夫人方のご協力に深く感謝申しあげる次第
でございます。

この１年間の主な行事をご報告致します。

2011年
8月17日 RI第2740地区 岩永信昭ガバナー

をお迎えしての「公式訪問例会」
10月22日 我がクラブの「3000回記念例会」
11月19日 有田RC創立50周年記念式典

2012年
1月28日 IM
3月3日 RI第3470地区 地区大会に台南へ

10名参加
台南RCのメンバー蔡宗欣Tsai
Chung Chin ガバナー主催

4月6・7日 第2740地区「地区大会」
4月22日 佐世保東南RC創立20周年記念式典
5月19日 佐世保東RC創立45周年記念式典
等々、参加させて頂きました。
会員の皆様方には１年間大変お世話様に

なりました。心より感謝申しあげます。有
り難うございました。

―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―

■クラブ奉仕委員会
副会長　米倉洋一郎さん

○会員増強委員会
○職業分類委員会
○ロータリー情報委員会
○雑誌・文献記録委員会

ニコニコボックス 本日合計 13,000円

累　　計 905,000円

◇
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クラブ会報委員会 委 員 長 中村　徳裕　　委　員 松本　由昭・大野　高広
副委員長 有薗　良太　　 久富　洋一・佐藤　丈治

＊次回例会予告＊

クラブ協議会
藺職業奉仕委員会　　藺社会奉仕委員会
藺新世代奉仕委員会　藺国際奉仕委員会

■クラブ奉仕委員会
委員長　平尾　幸一さん

○出席・例会委員会
○親睦活動委員会
○プログラム委員会
○クラブ会報委員会

詳細は、クラブ活動報告書に掲載します
のでご覧ください。

―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―＊―

武井　洋一さん
全国のクラブの会員数が減っ

てきている中で、当クラブは会
員数を維持しています。皆さん
が例会を楽しんでおられる様子
を見て安心しました。佐世保ロータリーク
ラブの伝統を維持されて、今後とも楽しい
クラブを引き継いで頂きたいと思います。

長島　　正次期会長
役員交代式以降会長となりま

すが、修練できる機会を与えて
頂いたと思って１年間頑張って
参りたいと思います。

石井　正剛会長ノミニー
あと１年でこの場に立つこと

になります。委員会の組織も変
わるようですので、皆様のご協
力を頂きまして無事に務めて参
りたいと思います。

（今週の担当：久富　洋一）
（カメラ担当：松本　由昭）

わが国最初のロータリークラブは、1920
（大正9）年10月20日に創立された東京ロータ
リークラブで、翌1921年4月1日に、世界で
855番目のクラブとして、国際ロータリーに
加盟が承認されました。
日本でのロータリークラブ設立について

は、ポール・ハリスの片腕としてロータリー
の組織をつくり、海外拡大に情熱的に取り組
んだ初代事務総長 チェスリー・ペリーと、創
立の準備に奔走した米山梅吉、福島喜三次な
どの先達の功を忘れることができません。
その後、日本のロータリーは、第2次世界

大戦の波に洗われて、1940年に国際ロータリ
ーから脱退します。戦後1949年3月になって、
再び復帰加盟しますが、この時、復帰に尽力
してくれたのが、国際ロータリーの第3代事
務総長ジョージ・ミーンズでした。
その後の日本におけるロータリーの拡大発

展は目覚ましいものがあります。ロータリー
財団への貢献も抜群で、今や国際ロータリー
における日本の地位は不動のものになりまし
た。現在、日本全体でのクラブ数は2,292、
会員数 89,063人（2012年2月末現在）となって
います。

日本のロータリー


